
平成 25 年 5 月 15 日 
神戸大学医学部附属病院治験審査委員会 

1 

神戸大学医学部附属病院治験審査委員会 会議の記録の概要 

 

１． 日時：平成 25 年 5 月 15 日（水）10：30～12:00 

２． 場所：第一会議室 

出席委員：山田秀人、西村善博、東健、南博信、飯島一誠、戸田達史、伊藤智雄、高橋京子、加藤憲治、松井伸之、吉本健一、 

四方陽介、長尾寛幸、西部光弘、滝澤功治 

 

３． 治験・製造販売後臨床試験 

審議事項：治験実施の可否 

整理番号 試験課題名 内容 審議結果 指示事項等 

130019 アボットバスキュラージャパン (株 )の依頼による

AVJ-301 の虚血性心疾患に対する比較臨床試験 

新規申請 承認  

130020 塩野義製薬(株)の依頼による第 II 相試験 新規申請 承認  

130021 塩野義製薬(株)の依頼による第 II 相試験（継続長期投与

試験） 

新規申請 承認  

130022 塩野義製薬(株)の依頼による第 II 相試験 新規申請 承認  

130023 
塩野義製薬(株)の依頼による第 II 相試験（継続長期投与

試験） 

新規申請 承認  

 

審議事項：安全性に関わる継続の適否 

整理番号 試験課題名 内容 審議結果 指示事項等 

080051 
中外製薬（株）の依頼による RO4964913 の第Ⅱ相試験 当該治験薬で発生した副作用 

措置報告 

承認  
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整理番号 試験課題名 内容 審議結果 指示事項等 

090011 
バイエル薬品（株）の依頼による肺高血圧患者を対象と

した BAY63-2521 の第Ⅲ相長期継続試験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

090033 
持田製薬（株）の依頼による肺動脈性肺高血圧症患者を

対象とした MD-0701 の第Ⅱ/Ⅲ相試験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

090051 大鵬薬品（株）の依頼による第Ⅰ/Ⅱ相試験 使用上の注意改訂 承認  

100025 
大塚製薬（株）の依頼による統合失調症の小児患者を対

象としたアリピプラゾールの短期投与試験 

当該治験薬で発生した副作用 

措置報告 

承認  

100026 
大塚製薬（株）の依頼による統合失調症の小児患者を対

象としたアリピプラゾールの長期投与試験 

当該治験薬で発生した副作用 

措置報告 

承認  

100061 
日本新薬（株）の依頼による NS-304 の第Ⅱ相試験(長期

投与試験) 

当該治験薬で発生した副作用 

当院で発生した重篤な有害事象 

承認  

110007 
ファイザー(株)の依頼による乾癬患者を対象とした

CP-690,550 の第 III 相試験（長期試験） 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

110008 
ファイザー(株)の依頼による乾癬患者を対象とした

CP-690,551 の第 III 相試験（短期試験） 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

120002 
ファイザー（株）の依頼による乾癬患者および関節症性

乾癬患者を対象とした CP-690,550 の第Ⅲ相試験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

110024 
クインタイルズ・トランスナショナル・ジャパン(株)の依頼

による関節リウマチを対象としたLY2127399の第 III相試験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

110039 

エーザイ(株)の依頼による低用量アスピリン投与患者を

対象とした E3810 の第 II/III 相試験（長期投与試験） 

当該治験薬で発生した副作用 

当院で発生した重篤な有害事象 

研究報告、措置報告 

承認  
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整理番号 試験課題名 内容 審議結果 指示事項等 

110041 
協和発酵キリン（株）の依頼による KHK4563 の第 II 相

試験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

110073 
エーザイ（株）の依頼による甲状腺分化癌患者を対象と

した Lenvatinib(E7080)の第 III 相試験 

当該治験薬で発生した副作用 

定期報告 

承認  

120043 エーザイ（株）の依頼による E7080 の第 II 相試験 

当該治験薬で発生した副作用 

当院で発生した重篤な有害事象 

定期報告 

承認  

110074 
バイエル薬品（株）の依頼による糖尿病黄斑浮腫を対象

とした BAY 86-5321 の第 III 相試験 

当該治験薬で発生した副作用 

当院で発生した重篤な有害事象 

承認  

110082 
グラクソ・スミスクライン（株）の依頼による筋ジスト

ロフィー患者を対象とした GSK2402968 の第Ⅲ相試験 

定期報告 承認  

120026 

グラクソ・スミスクライン（株）の依頼による Duchenne 型

筋ジストロフィー患者を対象とした GSK2402968 の長期安

全性、忍容性および有効性を評価する継続投与試験 

定期報告 承認  

120003 
クインタイルズ（株）の依頼による腎細胞癌に対する

AG-013736 の第Ⅲ相試験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

120005 
協和発酵キリン（株）の依頼による RTA402 の第 II 相試

験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

120006 

"日本ベーリンガーインゲルハイム（株）の依頼による転

移・再発頭頸部扁平上皮癌患者を対象とした BIBW2992

とメトトレキサートの有効性及び安全性を比較するラ

ンダム化，オープンラベル第Ⅲ相試験 

当該治験薬で発生した副作用 

当院で発生した重篤な有害事象 

承認  
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整理番号 試験課題名 内容 審議結果 指示事項等 

120007 

日本ベーリンガーインゲルハイム（株）の依頼による局

所進行頭頸部扁平上皮癌を対象としたBIBW2992の有効

性及び安全性を評価するランダム化，二重盲検，プラセ

ボ対照第Ⅲ相試験 

当該治験薬で発生した副作用 

当院で発生した重篤な有害事象 

承認  

120011 

日本ゴア株式会社の依頼による大腿膝窩動脈に対する

末梢血管用ステントグラフトシステム（GP1101）の多施

設共同検証試験 

当院で発生した重篤な有害事象 承認  

120015 
田辺三菱製薬（株）による統合失調症患者を対象とした

MP-214 の第Ⅱ/Ⅲ相試験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

120016 
田辺三菱製薬（株）による統合失調症患者を対象とした

MP-214 の継続長期投与試験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

120027 

第一三共（株）の依頼による尿路感染症を対象とした

DR-3355 注射剤（レボフロキサシン水和物）の第Ⅲ相試

験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

120028 
ノバルティスファーマ（株）の依頼による第Ⅰb 相試験 当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

120029 

大塚製薬（株）の依頼による自閉性障害の小児患者を対

象としたアリピプラゾール（OPC-14597）の二重盲検比

較試験（第Ⅲ相試験） 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

120030 

大塚製薬（株）の依頼による自閉性障害の小児患者を対

象としたアリピプラゾール（OPC-14597）の長期継続投

与試験（第Ⅲ相試験） 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  
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整理番号 試験課題名 内容 審議結果 指示事項等 

120031 

大塚製薬（株）の依頼による自閉性障害の小児患者を対

象としたアリピプラゾール（OPC-14597）の二重盲検比

較試験（第Ⅲ相試験） 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

120032 

"大塚製薬（株）の依頼による自閉性障害の小児患者を対

象としたアリピプラゾール（OPC-14597）の長期継続投

与試験（第Ⅲ相試験） 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

120033 

ヤンセンファーマ（株）の依頼による自閉性障害の易刺

激性を有する小児及び青年に対するリスペリドンの短

期および長期投与試験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

120034 

ヤンセンファーマ（株）の依頼による自閉性障害の易刺

激性を有する小児及び青年に対するリスペリドンの短

期および長期投与試験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

120042 

オンコセラピー・サイエンス（株）の依頼による標準療

法不応膵癌患者を対象とした OCV-C01 の第Ⅲ相臨床試

験 

当院で発生した重篤な有害事象 承認  

120043 エーザイ（株）の依頼による E7080 の第 II 相試験 当院で発生した重篤な有害事象 承認  

120048 ノバルティスファーマ(株)の依頼による第Ⅰ相試験 当院で発生した重篤な有害事象 承認  

120057 
ｱｸﾃﾘｵﾝ ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙｽﾞ ｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)の依頼による

Macitentan(ACT-064992)の第Ⅱ相/Ⅲ相試験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

120060 

小野薬品工業(株)の依頼による進行性又は転移性腎細胞

がん患者を対象としたONO-4538/BMS-936558の第 III相

試験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  



平成 25 年 5 月 15 日 
神戸大学医学部附属病院治験審査委員会 

6 

整理番号 試験課題名 内容 審議結果 指示事項等 

120083 
医師主導による急性心不全患者を対象としたエプレレ

ノンの臨床試験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

130001 
バイオジェン・アイデック・ジャパン(株)の依頼による

再発寛解型多発性硬化症を対象とした第Ⅲ相試験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

130002 

田辺三菱製薬(株)の依頼による乾癬患者を対象とした

TA-650 の第 3 相試験 

当該治験薬で発生した副作用 

定期報告 

研究報告 

承認  

130003 
大日本住友製薬(株)の依頼による DSP－1747 の第 2 相試

験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

130018 大日本住友製薬(株)の依頼による第 II 相試験 当該治験薬で発生した副作用 承認  

 

 

審議事項：一部変更の適否 

整理番号 試験課題名 内容 審議結果 指示事項等 

080051 中外製薬（株）の依頼による RO4964913 の第Ⅱ相試験 治験実施計画書、同意説明文書 承認  

090011 
バイエル薬品（株）の依頼による肺高血圧患者を対象と

した BAY63-2521 の第Ⅲ相長期継続試験 
治験実施計画書別紙 

承認  

090051 
大鵬薬品（株）の依頼による第Ⅰ/Ⅱ相試験 治験実施計画書、 

治験実施計画書別紙、同意説明文書 

承認  

090051 大鵬薬品（株）の依頼による第Ⅰ/Ⅱ相試験 治験薬概要書 承認  

100025 
大塚製薬（株）の依頼による統合失調症の小児患者を対

象としたアリピプラゾールの短期投与試験 
同意説明文書補助資料 

承認  
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整理番号 試験課題名 内容 審議結果 指示事項等 

100026 
大塚製薬（株）の依頼による統合失調症の小児患者を対

象としたアリピプラゾールの長期投与試験 
同意説明文書補助資料 

承認  

100044 
ノバルティスファーマ（株）の依頼による第 I 相試験 

 
分担医師削除、追加 

承認  

100061 
日本新薬（株）の依頼による NS-304 の第Ⅱ相試験(長期

投与試験) 
治験薬概要書、同意説明文書 

承認  

110023① 
日本製薬(株)の依頼による水疱性類天疱瘡患者を対象と

した NPB-01 の第 III 相試験 
治験薬概要書 

承認  

110023② 
日本製薬(株)の依頼による水疱性類天疱瘡患者を対象と

した NPB-01 の第 III 相試験（治験終了後調査） 
治験薬概要書 

承認  

110039 
エーザイ(株)の依頼による低用量アスピリン投与患者を

対象とした E3810 の第 II/III 相試験（長期投与試験） 
治験薬概要書 

承認  

110067 

大塚製薬（株）の依頼による統合失調症患者を対象とし

た OPC-34712 の第 II/III 相試験 

 

治験薬概要書 

承認  

110068 

大塚製薬（株）の依頼による統合失調症患者を対象とし

た OPC-34712 の第 III 相試験（長期投与試験） 

 

治験薬概要書 

承認  

110082 
グラクソ・スミスクライン（株）の依頼による筋ジスト

ロフィー患者を対象とした GSK2402968 の第Ⅲ相試験 
治験薬概要書 

承認  

110088 
医師主導による膝関節軟骨損傷患者を対象とした IK-01

の臨床試験 
治験実施計画書別紙、分担医師削除 

承認  
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整理番号 試験課題名 内容 審議結果 指示事項等 

120006 

"日本ベーリンガーインゲルハイム（株）の依頼による転

移・再発頭頸部扁平上皮癌患者を対象とした BIBW2992

とメトトレキサートの有効性及び安全性を比較するラン

ダム化，オープンラベル第Ⅲ相試験 

同意説明文書 

承認  

120007 

日本ベーリンガーインゲルハイム（株）の依頼による局

所進行頭頸部扁平上皮癌を対象とした BIBW2992 の有効

性及び安全性を評価するランダム化，二重盲検，プラセ

ボ対照第Ⅲ相試験 

同意説明文書、契約書 承認  

120014 ノバルティスファーマ（株）の依頼による第Ⅰ相試験 分担医師削除、追加 承認  

120015 
田辺三菱製薬（株）による統合失調症患者を対象とした

MP-214 の第Ⅱ/Ⅲ相試験 

被験者募集資料 承認  

120016 
田辺三菱製薬（株）による統合失調症患者を対象とした

MP-214 の継続長期投与試験 

被験者募集追加 承認  

120026 

グラクソ・スミスクライン（株）の依頼による Duchenne 

型筋ジストロフィー患者を対象とした GSK2402968 の長

期安全性、忍容性および有効性を評価する継続投与試験 

治験薬概要書 承認  

120033 

ヤンセンファーマ（株）の依頼による自閉性障害の易刺

激性を有する小児及び青年に対するリスペリドンの短期

および長期投与試験 

同意説明文書、治験薬概要書 承認  

120034 

ヤンセンファーマ（株）の依頼による自閉性障害の易刺

激性を有する小児及び青年に対するリスペリドンの短期

および長期投与試験 

同意説明文書、治験実施計画書 承認  
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整理番号 試験課題名 内容 審議結果 指示事項等 

120042 

オンコセラピー・サイエンス（株）の依頼による標準療

法不応膵癌患者を対象とした OCV-C01 の第Ⅲ相臨床試

験 

治験薬概要書 承認  

120048 ノバルティスファーマ(株)の依頼による第Ⅰ相試験 分担医師削除、追加 承認  

120049 シミック(株)(治験国内管理人)の依頼による第 II 相試験 治験実施計画書、治験薬概要書 承認  

120050 シミック(株)(治験国内管理人)の依頼による第 II 相試験 治験実施計画書、治験薬概要書 承認  

120065 協和醗酵キリン(株)の依頼によるKHK4827の第 II相試験 治験実施計画書 承認  

120067 
協和醗酵キリン(株)の依頼による乾癬患者を対象とした

KHK4827 の第 III 相試験(長期投与試験） 

治験実施計画書 承認  

130004 
(株)メディコンの依頼による MD02-LDCB の多施設共同

試験 

治験実施計画書、治験薬概要書 承認  

130011 
(株)そーせいの依頼による口腔咽頭カンジダ症を対象と

した SO-1105 の第Ⅲ相臨床試験 

治験実施計画書、症例報告書 承認  

 

審議事項：緊急回避のため逸脱に関わる継続の適否 

整理番号 試験課題名 内容 審議結果 指示事項等 

 なし    

 

審議事項：モニタリング・監査結果報告に関わる継続の適否 

整理番号 試験課題名 内容 審議結果 指示事項等 

110088 医師主導による膝関節軟骨損傷患者を対象とした

IK-01 の臨床試験 

平成 25 年 4 月 8 日分 承認  
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審議事項：実施状況報告に関わる継続の適否 

整理番号 試験課題名 内容 審議結果 指示事項等 

 なし    

 

 

報告事項：迅速審査結果 

整理番号 試験課題名 内容 審議結果 指示事項等 

110073 
エーザイ（株）の依頼による甲状腺分化癌患者を対象と

した Lenvatinib(E7080)の第 III 相試験 

分担医師削除 承認済み  

120003 
クインタイルズ（株）の依頼による腎細胞癌に対する

AG-013736 の第Ⅲ相試験 

分担医師追加 承認済み  

120027 

第一三共（株）の依頼による尿路感染症を対象とした

DR-3355 注射剤（レボフロキサシン水和物）の第Ⅲ相

試験 

分担医師削除、分担医師追加 承認済み  

120028 
ノバルティスファーマ（株）の依頼による第Ⅰb 相試

験 
分担医師削除 承認済み  

120043 エーザイ（株）の依頼による E7080 の第 II 相試験 症例数変更 承認済み  

120061 
小野薬品工業(株)の依頼による手術患者を対象とした

ONO－2745 の第 II 相/第 III 相試験 

分担医師削除 承認済み  

120065 協和醗酵キリン(株)の依頼によるKHK4827の第 II相試験 分担医師削除 承認済み  

120066 
協和醗酵キリン(株)の依頼による乾癬患者を対象とした

KHK4827 の第 III 相試験(長期投与試験） 

分担医師削除 承認済み  
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整理番号 試験課題名 内容 審議結果 指示事項等 

120067 
協和醗酵キリン(株)の依頼による乾癬患者を対象とした

KHK4827 の第 III 相試験(長期投与試験） 

分担医師削除 承認済み  

130002 
田辺三菱製薬(株)の依頼による乾癬患者を対象とした

TA-650 の第 3 相試験 

分担医師削除 承認済み  

 

 

報告事項：終了（中止）報告 

整理番号 試験課題名 内容 

090020 
ファイザー（株）の依頼によるアルツハイマー型認知症

患者を対象とした AAB-001 の第 3 相試験 
終了報告 

110003 

ヤンセンファーマ（株）の依頼による成人の注意欠陥/多

動性障害（AD/HD）患者を対象とした JNS001 の第Ⅲ相

試験(長期試験) 

終了報告 

 

４． 臨床研究 

審議事項：試験の実施の適否 

整理番号 臨床研究課題名 内容 審議結果 指示事項等 

250013 デュタステリド抵抗性前立腺肥大症に対するクロルマ

ジン酢酸エステルの有用性の検討 

新規申請 承認  

250014 発芽膠芽腫に対するホウ素中性子補足療法、X 線追加

照射、化学療法の多施設第Ⅱ相臨床試験 

新規申請 承認  
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審議事項：一部変更の適否 

整理番号 臨床研究課題名 内容 審議結果 指示事項等 

230007 根治切除可能な大型３型・４型胃癌に対する術前 TS
‐1＋CDDP 併用療法による第Ⅲ相試験 

実施計画書、責任医師変更、分担医

師削除、分担医師追加 

承認  

230012 高度リンパ節転移を伴う進行胃癌に対する術前

Docexel＋CDDP の第Ⅱ相試験 
実施計画書、責任医師変更、分担医

師削除、分担医師追加 

承認  

整理番号 臨床研究課題名 内容 審議結果 指示事項等 

250002 非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）完全切除症例に対する

Cisplatin+Pemetrexed併用ショートハイドレーション療

法による術後補助化学療法の認容性試験 

実施計画書改訂 承認  

 

審議事項：実施状況報告に関わる継続の適否 

整理番号 試験課題名 内容 審議結果 指示事項等 

230007 
根治切除可能な大型３型・４型胃癌に対する術前 TS
‐1＋CDDP 併用療法による第Ⅲ相試験 

継続審査 承認  

230012 
高度リンパ節転移を伴う進行胃癌に対する術前

Docexel＋CDDP の第Ⅱ相試験 

継続審査 承認  

 

報告事項：迅速審査結果 

整理番号 臨床研究課題名 内容 審議結果 指示事項等 

 なし    
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報告事項：終了（中止）報告 

 

 

 

 

 

５． その他 

・ 使用成績調査・特定使用成績調査の実施の可否、一部変更について 

・ CRC 実施状況 

・ 臨床研究に係る利益相反マネジメント自己申告書の審査結果について 

など 

 

質疑・応答の内容については、知的財産権を侵害する内容が含まれる可能性がありますので記載しておりません。 

 

以上 

整理番号 臨床研究課題名 内容 

170014 肺動脈性肺高血圧症治療薬ﾄﾗｸﾘｱ使用におけるﾒﾀﾎﾞﾘｯｸ

ｼﾝﾄﾞﾛｰﾑの改善効果の評価検討 
終了報告 


